
さびない体に・・・１２種の緑黄色野菜サラダ

半熟卵のシーザーサラダ カリカリポテトのＺＡＣＺＡＣサラダ

自家製ピクルス 真ダコのマリネ

パルマ産生ハム＆アボカド
～アンチョビマヨネーズ～ イタリアンポテトサラダ

Antipasto
冷たいおつまみ

ドレッシングを３種類よりお選びいただけます
Assorted Salad with 12 Vegetables
さびない体に・・・１２種の緑黄色野菜サラダ ￥770

とろ～り半熟卵をよく混ぜて召し上がれ
Caesar Salad with soft-boiled Egg
半熟卵のシーザーサラダ ￥700

ざく切り玉ねぎが入ったイタリアンドレッシングとカリカリポテトの食感が楽しめる
サラダです

Tapas-style Crisply Salad with French Fries and Soft-boiled Egg
カリカリポテトのＺＡＣＺＡＣサラダ ￥730

アンチョビ風味のポテサラにジェノバマヨを添えました
Italian Potato Salad
イタリアンポテトサラダ ￥370

パルマ産生ハムをお口に入れると芳醇な香りが広がります
Parma Ham and Avocado with Anchovy Mayonnaise
パルマ産生ハム＆アボカド ～アンチョビマヨネーズ～ ￥600

酸味と甘みのバランスが自慢の自家製ピクルスです
House Pickles
自家製ピクルス ￥370

醤油糀の力でまろやかな風味のマリネに仕上げました
Marinated Octopus
真ダコのマリネ ￥500

ワインにぴったりなおすすめの前菜を集めました！
Antipasto Misto (Assorted Appetizer)

冷たいおつまみ盛り合わせ
～アンティパストミスト～（２～３名様分）

￥1,070

冷たいおつまみ盛り合わせ～アンティパストミスト～（２～３名様分）

Insalata
サラダ

おろし野菜／グレープフルーツビネガー
ノンオイル和風

選べるドレッシング

おすすめ

おすすめ



バゲット（２枚） プチパン

Ajillo
アヒージョ

Pane
パン

ジューシーでシンプルな唐揚げ
Italian Chicken Fritters
チキンのイタリアンフリット ￥570

食べだしたらとまらない！
Fried Lotus Root Chips
レンコンチップス ￥370

ついつい手が出るカリカリパスタ
Fried Pasta
カリカリ揚げパスタ ￥330

パルメザン風味のポテトフライ
Italian Fried Potatoes
イタリアンポテトフライ ￥370

ビール、ワインのおつまみに最高！
Three Assorted Fritters
ポテト、レンコン、パスタの３種フリット盛り￥570

アボカド入りのエビマヨをトルティーヤに包んで
Fried Shrimp with Avocado and Honey Mayonnaise
エビとアボカドのハニーマヨネーズ ￥770

プリプリ小エビがたっぷり入っています
Gambas al Ajillo (Spanish-Style Garlic Shrimp)
小エビのアヒージョ ￥630

ほくほくの北海道男爵イモがお口の中で広がります
Octopus and Potato al Ajillo
真ダコと男爵のアヒージョ ￥630

パスタのソースやお料理と御一緒に
Sliced Baguette (2 pieces)
バゲット（２枚） ￥100

リコノシェンツァ・サンジョベーゼ グラス￥370 デキャンタ￥970 ボトル￥1,570

リコノシェンツァ・トレッビアーノ グラス￥370 デキャンタ￥970 ボトル￥1,570

クアードロ・カベルネソーヴィニヨン グラス￥470 デキャンタ￥1,230 ボトル￥1,770

クアードロ・ソーヴィニヨンブラン グラス￥470 デキャンタ￥1,230 ボトル￥1,770

そのままでも美味しいシンプルなパン　
Bread Roll (Each)
プチパン ￥100
食べやすいスティック状のガーリックトースト
Garlic Bread (1 pieces) 
ガーリックトースト（１本） ￥150

小エビのアヒージョ 真ダコと男爵のアヒージョ

Fritto
フリット

イタリアンポテトフライ ポテト、レンコン、パスタの３種フリット盛り

カリカリ揚げパスタレンコンチップス

チキンのイタリアンフリット

白

赤

白

認定 オーガニック

認定 オーガニック

赤

ワイン
Wine

おすすめ

おすすめ



Secondo Piatto
魚介料理

４種のとろ～りチーズをパンにつけて
Quattro Cheese Fondue
クアトロチーズフォンデュ ￥600

バジル風味のアサリのクリームスープ
Clam Chowder with Basil
ジェノバ風クラムチャウダー ￥370

牛の第２胃袋「ハチノス」と白いんげん豆のトマト煮込み
Callos (Beef Tripe Stew)
ハチノスの煮込み　～カジョス～ ￥570

たっぷりのムール貝をシンプルにワイン蒸しに
Steamed Musssels with Wine
ムール貝のワイン蒸し ￥870

ムール貝のワイン蒸し

Forno
オーブン料理

ハチノスの煮込み ～カジョス～ジェノバ風クラムチャウダー

クアトロチーズフォンデュ

ゴルゴンゾーラと３種チーズのピッツァ

おすすめ

おすすめ

トマト　モッツアレラ　バジルの定番ピッツア
Margherita
マルゲリータ ￥780

ツナ　ベーコン　南欧野菜をのせたMIXピッツアです
Tuna, Bacon and Southern European Vegetables
ミックスピッツァ ￥880

マヨネーズベースのソースと照り焼きチキンは最強の組み合わせ
Chicken Teriyaki and Mushrooms with Mayo Sauce
照り焼きチキンとキノコのピッツァ ￥880

ゴルゴンゾーラ　パルメザン　MIXチーズをたっぷり　お好みでハチミツを
Quattro Formaggi (Four Cheese Pizza)
ゴルゴンゾーラと３種チーズのピッツァ ￥880

Pizza
ピッツァ

Pane パン

パスタのソースやお料理と御一緒に
Sliced Baguette (2 pieces)
バゲット（２枚） ￥100

そのままでも美味しいシンプルなパン　
Bread Roll (Each)
プチパン ￥100

食べやすいスティック状のガーリックトースト
Garlic Bread (1 pieces) 
ガーリックトースト（１本） ￥150



Oil Pasta
オイルパスタ

アサリ、エビ、イカのシーフードに海苔と貝割れをのせた人気ＮＯ．１パスタ！
Tapas' Original Spaghetti
タパス風スパゲッティ ￥1,000

隠し味に『ラー油』を使用し、ヤミツキＮＯ．1のパスタです
Spaghetti with Shrimp, Green Pepper and Bacon in Chili Sauce
エビとピーマンとベーコンの辛口スパゲッティ ￥930

タパス名物のタコのペペロンチーノを香り高い生海苔で風味をプラスしました
Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino with Octopus and Sea Weed - Black Pepper Flavored

真ダコと浜名湖産生海苔のペペロンチーノ
～黒胡椒風味～

￥1,030

ジェノバ名物バジルペーストのパスタです
Spaghetti with Spear Squid and Whitebair in Genovese Sause
ヤリイカとブロッコリーのジェノベーゼ ￥800

トッピングに釡揚げシラスをのせ、さらに大葉の香りが食欲をそそります

Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino with Scallops and Boiled Whitebait in
Light Soy Sauce - SHISO Flavored

ホタテと釡揚げシラス
キノコの和風ペペロンチーノ ～大葉の香り～ ￥970

※写真はイメージです※写真はイメージです

和風・シーザー・フレンチ

サラダセット
選べるドレッシング

タパスセット
+サラダ デザート 下記より１品お選びください

・ガトーショコラ
・チーズケーキ
・アフォガード
※サラダのドレッシングは左記より１品お選びください

・パンナコッタ
・クレームブリュレ

￥570￥250

ホタテと釡揚げシラス　キノコの和風ペペロンチーノ ～大葉の香り～

タパス風スパゲッティ

●パスタ大盛は＋￥１５０にて承ります

Tomato Pasta
トマトパスタ

まなか

長野県産『愛果』というトマトを使用したコクのあるケチャップで仕上げました
Neapolitan Spaghetti with Shinshu Tomato "Manaka"
信州トマト  愛果を使ったナポリタン ￥870

肉の旨みをじっくりと引き出したミートソースはシンプル　イズ　ベスト
Tapas' Spaghetti with Meat Sauce
タパスのシンプルミートソース ￥900

当店ＮＯ．１の辛口パスタ！辛さの調節はスタッフまで
Spaghetti Arrabiata with Small Shrimp and Eggplant
小エビと茄子のアラビアータ ￥930

タイ料理のエッセンスをプラスした辛口ミートソースです
Spaghetti with Fried Eggplant in Asian Flavored Meat Sauce
揚げナスのオリエンタルミートソース ￥970

チキンの旨みが溶け込んだトマトソースパスタにチーズフォンデュをかけて召し上がれ！！
Spaghetti with Chicken Tomato, served with Cheese Fondue

チキンのトマト煮
チーズフォンデュがけスパゲッティ ￥1,000

揚げナスのオリエンタルミートソース

信州トマト　愛果を使ったナポリタン

おすすめ

おすすめ



※写真はイメージです※写真はイメージです

和風・シーザー・フレンチ

サラダセット
選べるドレッシング

タパスセット
+サラダ デザート 下記より１品お選びください

・ガトーショコラ
・チーズケーキ
・アフォガード
※サラダのドレッシングは左記より１品お選びください

・パンナコッタ
・クレームブリュレ

￥570￥250

渡り蟹の濃厚トマトクリーム ベーコンの旨味ぎっしりカルボナーラ

チーズとクリームをたっぷり使用したコクのあるソースです
Spaghetti alla Carbonara
ベーコンの旨味ぎっしりカルボナーラ ￥900

特製九州醤油で仕上げた和風クリームです
Spaghetti with Chicken and Mushrooms in Creamy Kyushu Soy Sauce
グリルチキンの九州醤油クリームソース ￥1,000

人気の明太子クリームとバターソテーしたキノコのスパゲッティ
Spaghetti with King Oyster Mushroom and Seasoned Cod Roe Cream Sause
醤油バター香るエリンギ茸と明太クリーム ￥1,000

女性やお子様におすすめです。ノンガーリックパスタ！！
Spaghetti with Salmon and Avocado in Tomato Cream Sause
サーモンとアボカドのトマトクリーム ￥1,000

タパスの看板パスタが辛口のクリームパスタに変身
Tapas' Original Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino in Cream Sauce
タパス風クリームペペロンチーノ ￥1,070

贅沢に渡り蟹を丸ごと１杯使用したタパス名物のパスタです
Spaghetti with Crab in Thick Creamy Tomato Sauce 
渡り蟹の濃厚トマトクリーム ￥1,070

グリルチキンの九州醤油クリームソース

●パスタ大盛は＋￥１５０にて承ります

Cream Pasta
クリームパスタ

おすすめ

おすすめ

ノン
ガーリック

ノン
ガーリック

ノン
ガーリック

トマト　モッツアレラ　バジルの定番ピッツア
Margherita
マルゲリータ ￥780

ツナ　ベーコン　南欧野菜をのせたMIXピッツアです
Tuna, Bacon and Southern European Vegetables
ミックスピッツァ ￥880

マヨネーズベースのソースと照り焼きチキンは最強の組み合わせ
Chicken Teriyaki and Mushrooms with Mayo Sauce
照り焼きチキンとキノコのピッツァ ￥880

ゴルゴンゾーラ　パルメザン　MIXチーズをたっぷり　お好みでハチミツを
Quattro Formaggi (Four Cheese Pizza)
ゴルゴンゾーラと３種チーズのピッツァ ￥880

マルゲリータ

ミックスピッツァ

Pizza
ピッツァ



Dolce de COCO
ドルチェ　デ　ココ

Soft Drink
ソフトドリンク

濃厚チョコレートケーキ
Chocolate Cake
クラシックショコラ ￥370

ごろごろマンゴーソースをトッピング
Panna Cotta with Mango Sauce
パンナコッタ　マンゴーソース ￥370

ベイクドチーズケーキをフランボワーズクリームソースで
NY Cheesecake
ＮＹチーズケーキ ￥370

バニラアイスに熱々のエスプレッソをかける大人のデザート
Affogatto (Vanilla Ice Cream with Espresso)
アフォガード　バニラアイス＆エスプレッソ

￥370

カリカリに焼いたカラメルが主役
Crème Brûlée
クレームブリュレ ￥370

お子様にぴったりのシンプルなバニラアイスです
Vanilla Ice Cream
バニラアイス ￥200

内容はお気軽にスタッフまで
Seasonal Flavor Sorbet
季節のシャーベット ￥200

内容はお気軽にスタッフまで
Seasonal Flavor Ice Cream
季節のアイス ￥200

コーヒー(ＨＯＴ/ＩＣＥ）
紅茶(ＨＯＴ/ＩＣＥ）
はちみつ紅茶
ピンクグレープフルーツジュース
ウーロン茶

￥370
￥370
￥370
￥370
￥370

コーラ
ジンジャーエール
オレンジジュース
エスプレッソ
カフェラテ(ＨＯＴ/ＩＣＥ）

￥370
￥370
￥370
￥400
￥400


